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お知らせ

令和４年「春の全国交通安全運動」

◎実施期間
４月６日（水）～１５日（金）まで
※４月１０日は「交通事故死ゼロを目指す日」
◎運動の重点

（１）子供を始めとする歩行者の安全確保
（２）�歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の

向上
（３）自転車の交通ルール厳守の徹底と安全確保
◎遵守事項
（１）横断歩道は歩行者最優先
　�　横断者は、横断歩道では手を挙げて横断する意思

を周囲にしっかり知らせて、ドライバーは、横断者
の存在を確認して歩行者の横断を優先させる運転を
しましょう。

（２）飲酒運転は犯罪
　�　運転する人はもちろん、飲酒運転の車に同乗した

人も、ほんの軽い気持ちでは済まされません。「飲
んだら乗らない」を厳守しましょう。

（３）自転車は「車両」
　�　自転車は、自動車と同じ分類の「車両」です。信

号や一時停止など交通法規の遵守と、自転車乗車時
の「ヘルメット」着用を徹底しましょう。
問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

４月２日は「世界自閉症啓発デー」

　平成１９年１２月１８日の国連総会において、毎年
４月２日を「世界自閉症啓発デー」とすることが決議
され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組
みが行われています。わが国でも、誰もが幸せに暮ら
すことが出来る社会の実現のために、厚生労働省、日
本自閉症協会の主催で「世界自閉症啓発デー・日本実
行委員会」が組織され、４月２日から８日を「発達障
害啓発週間」とし、自閉症をはじめとする発達障害に
ついて広く啓発する活動を行っています。
問合せ先 �福祉課　☎ ３４－１１１１

４・１７（ヨイハ）健康デー�
歯のなんでも電話相談

　県内の保険医協会会員の歯科医師に、歯についての
悩みを無料で相談できます。
◎受付電話番号　☎ ０５８-２６７-０７１１
◎相談日　４月１７日（日）
◎相談時間　午前１０時～午後３時
問合せ先 �岐阜県保険医協会　☎ ０５８-２６７-０７１１

県交通遺児・犯罪被害遺児��
激励金支給事業

　県では、５月５日の
「こどもの日」に合わ
せて、次のとおり交通
遺児・犯罪被害遺児の
方に激励金をお贈りし
ています。

◎対象者
　義務教育終了までの方および高等学校在学
中（高等専門学校３年修了までの方、特別支
援学校の高等部在学中の方を含む）で満２０
歳未満の方で、次の①または②に該当する方

※�交通遺児・犯罪被害遺児となった後、養子
縁組した方、もしくは父または母が再婚し
生計をともにすることとなった方は除きま
す。
①�交通遺児　５月５日現在、県内に居住し、

交通事故により、それまで生計をともにし
ていた父または母（すでに父母がいない場
合にはそれに代わる方）を亡くした方
②�犯罪被害遺児　５月５日現在、県内に居住

し、犯罪被害（殺人や傷害致死など、故意
の犯罪行為（人の生命または身体を害する
行為）により害を被ること）により、それ
まで生計をともにしていた父または母（す
でに父母がいない場合にはそれに代わる
方）を亡くした人

※�国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の
支給裁定がされていることが必要です。

◎�激励金の額
　�（申請時から高等学校等就学中（２０歳未満）

まで、年間１人当たり）

乳幼児および小学生 １５, ０００円

中学生 ２０, ０００円

高校生等 ２５, ０００円

◎申込期限　４月１５日（金）

◎申込先　総務課　☎ ３４-１１１１

問合せ先 �
県環境生活部県民生活課　☎ ０５８-２７２-１１１１
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募　集

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、新しくできた制度
や裁判手続を知っていただくため
に、毎月テーマを定めて、裁判所
ウェブサイト（https://www.courts.
go.jp/index．html）で案内してい
ます。４月のテーマは「調停の歴
史～調停制度発足１００周年～」、
ぜひご覧ください。
問合せ先 �岐阜地方裁判所事務局�
総務課　☎ ０５８-２６２-５１２２

第５回県知事賞争奪�
「健康マージャン県民交流大会」

参加者募集

　「健康マージャン」は、令和６年
開催予定の国民文化祭、令和７年
開催予定のねんりんピックの正式
種目であり、岐阜県代表選手の選
考も兼ねた県民交流大会です。
◎日時　５月２９日（日）�
午前１０時～
◎場所　ソフトピアジャパン�
センタービル・ソピアホール

※�民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上及び地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。

救急車の適正利用について��救急車の適正利用にご協力お願いします！

救急車はタクシーではありません
　近年、軽い症状でも救急車を利用する人が増加
し社会問題になっています。
　このような状況が続きますと、大ケガをした人、
心筋梗塞や脳卒中などで緊急に病院などへ搬送す
る必要がある人のところまで、すぐに駆け付ける
ことができなくなります。

救急車は地域の限られた救急資源
　救急件数は増加の一途をたどっており、本当に救
急車が必要な人へすぐに出場できない事があります。
　通常、１１９番の救急要請を受けると、最寄り
の消防署から救急車が出場しますが、救急車が出
場している場合は、遠方にある別の救急車が出場
することになり現場への到着に時間を要してしま
います。その結果、救える命が救えなくなる場合
があります。

救急車の誤った利用例
・今日は診察日だから
・車を運転してくれる人がいないから
・早く診察してもらえるから
・タクシーだとお金がかかるから

救急車（１１９番通報）を呼ぶか迷った場合
　救急車を呼ぶか迷った時、相談に乗ってくれる
機関（救急医療情報センター）があります。
※�救急隊員が２４時間３６５日、症状にあった対
応方法や救急病院をご案内いたします。

相談電話番号　☎ ０５８５-３２-３７９９

精神科救急情報センター

相談電話番号
☎ ０５７５-７９-３９９３

　精神疾患の急激な発症
や精神状態の悪化等によ
り緊急な精神医療相談を
必要とされる精神障害者
及びその家族等からの相
談を毎日２４時間体制で
精神科医・精神保健福祉
士が応じます。
※�あくまでも緊急の相談

窓口です。かかりつけ
医等がある場合には、
かかりつけ医への相談
をお願いします。

小児救急の休日夜間電話相談

相談電話番号（局番なし）＃ ８０００

　休日・夜間におけるお子さんの急な
体調不良や、病院を受診すべきかどう
か迷ったときなどに、看護師が電話相
談に応じます。
※�保護者の目から見て明らかに重篤、

緊急な症状の場合は、１１９ 番をご利
用ください。
◎相談時間　
月曜～金曜日�午後６時～翌朝午前８時
※�土日祝日、年末年始（１２月２９日～

１月３日）午前８時～翌朝午前８時
※�プッシュ回線電話、携帯電話により

ご利用いただけます。
※�一般回線からおかけの場合は…
　「☎ ０５８-２４０-４１９９」
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自　衛　官　等　募　集　案　内
募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日

自衛官候補生 １８歳以上３３歳未満の者
男子 年間を通じて行ってお

ります。 年間を通じて行っております。
女子

一般曹候補生 １８歳以上３３歳未満の者 ３月１日�～�５月１０日

１　次
５月２０日～２９日のうち１日
２　次
６月１７日～７月３日のうち１日

※１　受験資格の年齢は各種目とも採用予定月（令和４年９月又は令和５年４月）の末日現在です。
※２　令和５年３月高等学校卒業予定者の採用試験は、原則として令和４年９月１６日以降に行います。
※３　コロナ等の影響により日付が変更される場合があります。
問合せ先 �「自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所」大垣市林町５−１８光和ビル２階　☎０５８４－７３－１１５０

町内在住の６０歳以上の皆さま　あなたの豊富な知識と経験を活かしてみませんか。

◎シルバー人材センターとは　シルバー人材センターは、高齢のため現役を退かれた方々等が、シルバー
の理念「自主・自立・共働・共助」のもとに、長年培ってきた知識や経験を地域社会で生かしつつ、働く
ことを通して「健康と生きがい」を得るとともに社会に貢献することを主な目的として、自主的に参加し
運営する「公益法人」で、高齢社会を支える公共性、公益性を有する団体です。

（入会を希望される方は）
◦町内在住の６０歳以上で、健康で働く意欲のある方
◦シルバー人材センターの趣旨に賛同していただける方
◦入会説明を受け、入会申込書を提出した方
◦定められた会費（年額１，５００円）を納入していただける方

令和４年度入会説明会の日程（毎月第２火曜日）
令和４年　４月１２日・５月１０日・６月１４日・
　　　　　７月１２日・８月９日・９月１３日・
　　　　　１０月１１日・１１月８日・１２月１３日
令和５年　１月１０日・２月１４日・３月１４日
◆�開催時間、場所は、いずれも午前１０時から町中央公民館で�

開催します

就業規約とシルバー保険
◦�会員が安全・適正に就業でき

るように、センターには定め
られた就業規約があります。

◦�会員が安心して働けるよう、
「シルバー保険（傷害・賠償）」
に加入しています。

問合せ先 �
大野町大字黒野９１３番地１

（町中央公民館内）　公益社団法人　
町シルバー人材センター　
☎ ３６－１１６６

◎対象　１６０名（先着順）
◎対局　４回戦（５０分／１回戦）
◎参加賞　３, ０００円（事前振込）
◎後援　岐阜県その他
◎募集　令和４年４月分～
◎申込方法　下記メールかハガキ
にて申込む。
info@mahjong-gifu.com
〒５０３- ０９６１　
大垣市青柳町２- ２８２
問合せ先 �岐阜県健康マージャン協会　
☎ ０５８４-５１-９４９０

ひとり親を支援します�
就業支援講習会受講者募集

◎講座内容　登録販売者試験対策
講座、介護職員初任者研修、介護
福祉士実務者研修、介護福祉士国
家 試 験 対 策 講 座、 ケ ア マ ネ ー
ジャー受験対策講座、福祉用具専
門相談員養成講座、医療事務・調
剤、ＭＯＳ資格取得講座、パソコ
ン講座、日商簿記２級・３級講座、
准看・看護学校等受験対策個別支
援講座（定員に満たない場合は、

開講されない場合があります。）
◎場所　講座により異なります
◎対象者　県内在住のひとり親
◎定員　全講座合わせて９０人程度
◎受講料金　無料

（教材費等必要経費は自己負担）
◎申込期間
４月５日（火）～４月２０日（水）
◎申込先　揖斐県事務所　福祉課
問合せ先 �
岐阜県ひとり親家庭等就業・自立
支援センター　☎ ０５８-２６８-２５６９
揖斐県事務所�福祉課　☎ ２３-１１１１
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相　談

おおのビジネス相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
み事
◎相談日　４月１４日（木）
◎相談時間　午後１時～５時（１
件あたり６０分、午後４時最終受
付）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
予約・問合せ先 �まちづくり推進課
☎ ３４-１１１１

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　４月２０日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　町民相談室

◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※日程場所等は諸事情により変更

となる場合がありますので予約
時に確認してください

※初めての人が優先
※予約時簡単な聴き取りをします
予約・問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　４月１１日（月）　毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月
曜日）
◎相談時間　午後１時～３時

（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-２３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み

◎相談日　４月１１日（月）　毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月
曜日）
◎相談時間　午後１時～３時�

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-２３３３

心配ごと相談

◎相談日　４月５日（火）、１２日
（火）、２６日（火）
◎相談時間　午後１時～３時

（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員、民生
児童委員（人権等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員、民生
児童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先 �
社会福祉協議会事務局　
☎ ３４-２１３０

＊＊有料広告募集中＊＊　「広報おおの」では、有料広告を募集しています。
広告掲載の規格と料金（税込み）など
　・１枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ５２ｍｍ）　　12,000 円
　・２枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１１０ｍｍ）　22,000 円
　・３枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１６８ｍｍ）　32‚000 円
　・�１広告主につき１号３枠までとし、広告の内容は町及び

広報紙の印象を損ねないものとしてください。
　・�くわしくは、町公式ＨＰか、役場総務課窓口備付の関係

資料を参照してください。

広報紙の発行状況など
　毎月１回（１号）７, ８００部発行し、発行月号の前月最
終金曜日に、広報委員を通して町内各世帯へ配布しています。
　「広報おおの」６月号への広告掲載申込は、４月１５日（金）
が締切です。
問合せ先 　総務課　☎ 34-1111

※この広告枠は、３枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１６８ｍｍ）です。

こころの相談　精神科医師による「こころの健康に関する相談」を行います。

◎日程

月 開催日（第２木曜） 場所（保健所） 開催日（第４木曜） 場所（市町）
４月 １４日

西濃保健所

２１日※第３木曜 垂井町保健センター
５月 １２日 ２６日 養老町保健センター
６月 　９日 ２３日 大野町保健センター
７月 １４日 ２８日 平田総合福祉会館（やすらぎ会館）
８月 　４日※第１木曜 ２５日 池田町保健センター
９月 　８日 １５日※第３木曜 関ケ原町総合福祉会館やすらぎ

１０月 　６日※第１木曜 ２７日 安八町保健センター
１１月 １０日 １７日※第３木曜 揖斐川町役場
１２月 　８日 ２２日 海津総合福祉会館（ひまわり）

１月 １９日※第３木曜 ２６日 輪之内町保健センター
２月 　２日※第１木曜 １６日※第３木曜 神戸町保健センター
３月 　９日 １６日※第３木曜 西濃保健所

◎相談時間
（１）午前１０時～
（２）午前１０時３０分～
（３）午前１１時～
◎相談料　無料
◎申込方法　要電話予約。
予約・問合せ先 �
西濃保健所健康増進課保健予
防係　☎ ０５８４－７３－１１１１


